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県民カレッジ連携講座「大学で学ぼう！」
富山短期大学

日　時 テーマ・講師・内容

平成29年

11月4日�
13:30～16:30
締切日 10月27日㊎

パソコンで作るオリジナルな年賀状
【講師】　大﨑 佑一 　経営情報学科教授
【会場】　富山短期大学パソコン教室F306
年賀状作成の季節を前に、パソコンで自分のオリジナルな年賀状が作れるよう
なテクニックをお教えします。

平成29年

11月25日�
9:30～12:00
締切日 11月17日㊎

おもてなし料理
【講師】　稗苗 智恵子　食物栄養学科准教授
【会場】　富山短期大学調理室F108
特別なひと時は心を込めて手作りの料理で「おもてなし」。健康への気遣いも嬉
しい料理をご一緒に。

※1回の講座からご参加できます。
※2講座全て受講された方には、ご希望により富山県民カレッジの単位（5単位）が認定されます。

会場／富山短期大学　〒930-0193 富山市願海寺水口444
定員／30名　　受講料／無料　　後援／（公財）富山県ひとづくり財団
申込先／富山短期大学地域連携センター　TEL076-436-5176

県民カレッジ連携講座「生きがいのある暮らしを求めて」
南砺市 大学サテライト

日　時 テーマ・講師・内容

平成29年

8月5日�
13:30～14:50
締切日 7月28日㊎

油の栄養 ～ココナッツ油、エゴマ油、トランス脂肪酸～
【講師】　竹内 弘幸　食物栄養学科教授
話題の健康オイル、ココナッツ油やエゴマ油について解説します。また、トラ
ンス脂肪酸についてもお話します。

平成29年

8月5日�
15:00～16:20
締切日 7月28日㊎

認知症予防のための脳トレーニング
【講師】　田淵 英一　食物栄養学科教授
脳は、刺激を受けたり使うことで活性化されます。脳トレーニングで楽しく認
知症を予防しませんか。

平成29年

8月9日⺢
9:30～12:00

締切日 8月2日⺢

夏休み 親子で富山の郷土料理
【講師】　深井 康子　食物栄養学科教授
富山は海・山・野の幸があふれ、他県には見られない独特の食文化が先人の知
恵により今なお息づいています。富山の郷土料理を知り、親子で一緒に作って
みたいと思います。
※エプロン、三角巾、手ふき持参
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平成29年

8月19日�
13:30～14:50
締切日 8月11日㊎

子育ての今と昔
【講師】　石動 瑞代　幼児教育学科教授
子育ての新常識と昔ながらの子育て法。その内容を知り、子どもにとって望ま
しい子育てを考えたいと思います。

平成29年

8月19日�
15:00～16:20
締切日 8月11日㊎

心を通わせて楽しむ音楽活動
【講師】　難波 純子　幼児教育学科准教授
歌をうたったり、簡単な楽器を用いてリズムをきざんだりして楽しさを共有し、
心身の活性化につなげましょう。

平成29年

10月14日�
13:30～14:50
締切日 10月6日㊎

子どもの心の発達
【講師】　山川 賀世子　幼児教育学科准教授
「心が発達する」ということは、どのようなことでしょうか。
子どもの心の発達について、わかりやすくお話しいたします。

平成29年

10月28日�
13:30～14:50
締切日 10月20日㊎

老年期における心理と生活
【講師】　樋口 康彦　食物栄養学科講師
老年期における心理、身体、人間関係における変化、そして生きがいについて
講義します。

平成29年

11月11日�
13:30～14:50
締切日 11月3日㊎

今さら聞けないマナー講座
【講師】　高木 綾子　経営情報学科准教授
普段何気なくしている行動。果たして正しいマナーでしょうか？
今さら聞けない上座下座のマナーを理由と共に再確認しましょう。

平成29年

12月2日�
13:30～14:50
締切日 11月24日㊎

楽しい気持ちで向き合える認知症ケア
【講師】　井上 理絵　福祉学科准教授
認知症についての正しい理解を確認し、認知症の人の気持ちに寄り添い、ケア
を楽しめるポイントを紹介していきます。

※1回の講座からご参加いただけます。
※希望される方には計5時間の講座を受講されるごとに、富山県民カレッジの単位（5単位）が認定されます。

会場／南砺市地域包括ケアセンター2階大学サテライト、調理室　〒932-0226 南砺市北川166番地1
定員／30名　　受講料／無料　　後援／（公財）富山県ひとづくり財団
申込先／富山短期大学地域連携センター　TEL076-436-5176
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「生きがいのある暮らし方」
八尾ふらっと館

日　時 テーマ・講師・内容

平成29年

9月9日�
14:00～15:30

締切日 9月1日㊎

終活に備える
【講師】　木元 清明　経営情報学科教授
「多死社会」という言葉がみられるようになりました。「直葬」や「家族葬」が急増
し、空き家や無縁墓の問題も拡大化しています。そこで、私たちの「終活」はい
かにあるべきかを考えます。

平成29年

9月16日�
14:00～15:30

締切日 9月8日㊎

大人も言葉あそび
【講師】　梅本 恵 幼児教育学科准教授
子ども達が好きなわらべうたあそびや絵本の読み聞かせを、子どもになって体
験します。言葉のおもしろさ、不思議さの再発見です。「富山弁かるた」もみん
なでやってみましょう！

平成29年

9月30日�
14:00～15:30
締切日 9月22日㊎

悪質商法のいろいろな手口とその対策
【講師】　関 好博　福祉学科教授
だましてくる相手はプロです。だまされる私たちは素人です。かないっこない
からこそ、知識を持ちましょう。

※1回の講座からご参加できます。

会場／八尾ふらっと館　〒939-2354 富山市八尾町東町2149
定員／30名　　受講料／無料　　後援／（公財）富山県ひとづくり財団
申込先／富山短期大学地域連携センター　TEL076-436-5176
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「親子体験講座」
富山短期大学付属 みどり野幼稚園

日　時 テーマ・講師・内容

平成29年

6月24日�
9:30～11:30
締切日 6月16日㊎

親子で楽しむ造形
【講師】　中山 里美　幼児教育学科准教授
素材の感触、形や色の変化を楽しみながら造形活動に取り組みます。親子でわ
くわく・・・からだと心を開放し、想像力を働かせ、コミュニケーションを深
めながらの製作です。

平成29年

6月24日�
9:30～11:30
締切日 6月16日㊎

親子で楽しむおやつ作り
【講師】　大森 聡　食物栄養学科講師
食生活の乱れが問題となっている現代では、間食（おやつ）は、好ましくない食
行動として捉えられがちです。子どもにとっての「おやつ」、その必要性を学び
ましょう。

平成29年

9月12日㊋
9:30～11:30

締切日 9月5日㊋

介護体験をしよう！パートⅡ　自立を高める福祉用具を学ぼう
【講師】　松居 紀久子　福祉学科講師
「自分でできる喜び」と、「介護を楽しく」をポイントにした、様々な『福祉用具』
について、ワイワイ体験・なるほど学習をしましょう。

※1回の講座からご参加できます。

会場／富山短期大学付属みどり野幼稚園　〒930-0193　富山市願海寺水口444
申込先／富山短期大学付属みどり野幼稚園　TEL076-434-0898

「子どもと楽しむ」
富山国際学園福祉会幼保連携型認定こども園 にながわ保育園

日　時 テーマ・講師・内容

平成29年

6月3日�
9:30～11:00
締切日 5月26日㊎

♪よく噛んで食べよう♪こどもと食べたいおやつ教室
【講師】　角田 香澄　食物栄養学科講師
よく噛むことは、味覚の発達だけでなく、脳の発達にも大きく関わっています。
今回は、丈夫な体づくりには欠かせない野菜を使って、ご自宅でも簡単に作れ
るおやつを作ってみましょう。

平成30年

2月14日⺢
9:30～11:00

締切日 2月7日⺢

子どもの運動遊び
【講師】　大森 宏一　幼児教育学科准教授
走る・とぶ・バランスをとる・支える・リズムに合わせる、などさまざまな運
動遊びを通して体を動かす楽しみを体験します。

※1回の講座からご参加できます。

会場／富山国際学園福祉会幼保連携型認定こども園にながわ保育園　〒939-8071 富山市上袋1-1
申込先／富山国際学園福祉会幼保連携型認定こども園にながわ保育園
　　　　TEL076-421-1701
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滑川市福寿大学
日　時 テーマ・講師・内容

平成29年

5月26日㊎
13:30～14:50

食生活と身体活動を見なおして、健康寿命をのばそう
【講師】　髙木 尚紘　食物栄養学科講師
現在、日本では健康寿命を延ばすための様々な取り組みが行われています。
本講座を通じて、健康寿命を延ばすためにはどのような食生活や身体活動を取
り入れるのがいいのか考えてみましょう。

平成29年

6月23日㊎
13:30～14:50

立山と富山の子どもたち
【講師】　高木 三郎　幼児教育学科教授
学校教育の一環として行われてきた立山集団登山の歴史を振り返り、立山が富
山の子どもたちに与えてきた教育的意義を考えます。

平成29年

7月28日㊎
13:30～14:50

人口減少時代における情報化の可能性を探る
【講師】　柴田 怜　経営情報学科講師
情報化は経済・社会活動を著しく向上させた。現在注目されるIT技術を取り上
げ、ヒトとの共存を考えます。

平成29年

8月11日㊎
13:30～14:50

今さら聞けないマナー講座
【講師】　高木 綾子　経営情報学科准教授
普段何気なくしている行動。果たして正しいマナーでしょうか？
今さら聞けない上座下座のマナーを理由と共に再確認しましょう。

平成29年

9月8日㊎
13:30～14:50

老いを歓迎し、いつくしむ
【講師】　西井 啓子　福祉学科教授
「老化は衰退」という見方から脱却し、老いを歓迎し、いつくしむという受け止
め方に転換しましょう。そのためには、老化に伴うこころとからだの変化と日
常生活への影響について学びます。

会場／滑川市東地区公民館
申込先／滑川市中央公民館　TEL076-475-5492
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高岡市生涯学習センター連携講座
ウィング・ウィング高岡

日　時 テーマ・講師・内容

平成30年

3月6日㊋
14:00～15:30

介護福祉とICT
【講師】　吉牟田 裕　福祉学科准教授
ICT(情報通信技術)が介護福祉分野で人と人のコミュニケーションを支援してい
ます。介護福祉を支援するICTを紹介します。

平成30年

3月13日㊋
14:00～15:30

デジタル遺品
【講師】　吉牟田 裕　福祉学科准教授
パソコンやインターネット内に残るデジカメ写真などの「デジタル遺品」。その
残し方、受け取り方について考えます。

会場／ウィング・ウィング高岡　　受講料／500円
申込先／ウィング・ウィング高岡3階 高岡市教育委員会 生涯学習課
　　　　TEL0766-20-1802

富山市立図書館
日　時 テーマ・講師・内容

平成29年

7月23日㊐
14:00～15:00

海外旅行に役立つ基礎英語
【講師】　三上 雅弘　経営情報学科教授
海外旅行で使いそうな英語の基本表現を、出国から帰国まで、順を追ってご紹
介します。

平成29年

12月3日㊐
14:00～15:00

団塊世代にとっての戦後70年～語り継ぎたいこと～
【講師】　安達 哲夫　経営情報学科教授
近隣の国々との信頼関係を強めていくには、今後とも、終わっていない「戦後」
に向き合わねばなりません。

平成30年

1月21日㊐
14:00～15:00

「老い」と向き合う生き方のコツ
【講師】　石橋　郁子 福祉学科教授
住み慣れた自宅で、自分らしく過ごしていくには、「老い」と向きあい上手に生
きていくことが大事になると思います。「老い」を衰えとせず、よりよい「生い」
が育まれていく時期ととらえ、今をサクセスエイジングしていくためのコツを
共に考えていきます。また、これからの「家族の介護」について触れていきます。

会場／富山市立図書館本館　
申込先／富山市立図書館本館　TEL076-461-3200
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認知症になっても、幸せに暮らす
【講師】　東京都健康長寿医療センター 自立促進と介護予防研究チーム 研究部長　粟田 主一 氏

日時／平成29年11月3日金　13:30～16:30　　会場／サンシップとやま
申込先／福祉学科事務室　TEL076-436-5182

あらためて“保育者の専門性”を問い直す
〈講演〉
【講師】　神戸大学発達科学部 准教授　北野 幸子 氏

〈あそび歌講演〉
【講師】　絵本・あそび作家　浦中 こういち 氏

日時／平成29年11月25日土　13:30～17:00
会場／タワー111　スカイホール　　受講料／無料
申込先／幼児教育学科事務室　TEL076-436-5169

食物栄養学科・専攻科食物栄養専攻

幼児教育学科

福祉学科

公開特別講演会「運動と栄養」

富山短期大学幼児教育学科創設50周年
「第45回幼児教育研究会」

福祉学科公開セミナー

スポーツの栄養学
【講師】　名古屋大学大学院生命農学研究科 教授　下村 吉治 氏

健康づくりと運動
【講師】　富山大学医学部整形外科 准教授　川口 善治 氏

日時／平成29年９月30日土　　会場／富山短期大学　　受講料／無料
申込先／食物栄養学科事務室　TEL076-436-5168

講演1

研究
主題

演　題

講演2
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